
第５版　はしがき

　本書の第４版を出版してから４年が経過した。この新しい版から、河村賢治

教授が共著者に加わることとなった。今回の改訂では、第１に、平成26年の

会社法改正の内容を確認する練習問題を数多く収録し、目次と本文で★印で

表示した。第２に、基本的な条文の適用を確認する短い事例問題と、複数の

（学習の単元をまたぐ）論点を盛り込んだ長文の事例問題とを大幅に追加した。

第３に、裁判例については生のものに近いものを学習者に読ませることは最

小限にとどめ、全体をスリム化した。

　法科大学院の現場で、教師と学生の双方が理想と現実のはざまで苦労を

重ねている。今回の改訂に当たっても、この難しいバランスに留意した。具

体的には、会社法の制度が実社会ではどのように用いられているのか、典

型的な紛争類型はどのようなものか、などを学習者が実感できるようにする

とともに、学習者に判例を理論的に分析する習慣を与えるように設問を置い

た。

　本書を使って会社法を学ぼうとする読者には、まず「序」を読んで頂き

たい。本書は一般の教科書や判例集、演習書とは異なる特徴を有している

ので、その特徴を知って、上手に教科書等と組み合わせて使うと、より学習

効果が上がるはずである。また、学習に疲れたときには、第１章のサンプル

やコラムで気楽に「遊ぶ」ことをお勧めしたい。

　第５版の刊行に当たっても、第４版までと同様に、弘文堂編集部の高岡俊

英氏に多大のご配慮をいただいた。心より感謝の意を表したい。

　　2015年1月

 執筆者一同　　
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平成26年会社法改正の内容を確認するための問題は，下記の目次と本文で★印で示し

ている。
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第 1 章　各種書式のサンプル

　本章では，会社の定款・登記・公告などのサンプルを読み，これらの書面を作成

する者（弁護士，司法書士，税理士，企業法務部員，信託銀行など）の立場から会社法

を学ぶことにする。なお，本章ではもっぱら株式会社の書式のみを扱うが，以下の

説明は大筋では持分会社にも妥当する。

　この章に掲げられている素材については，学習の早い時期にざっと概観するだけ

でなく，必要に応じて繰り返し目を通すことが望ましい。

　　第 1節　定　　款

　定款とは，各株式会社において作成される組織と活動に関する根本規則である。

会社設立時に作成され（会26条・27条），会社成立後にも必要に応じて変更がなさ

れるが（466条），設立時の定款のことを特に「原始定款」と呼ぶことがある。

　次に掲げるのは，中小企業で典型的な定款条項の例である。第 2章以降に進む

前にざっと一読してほしい。また，第 2章以下の学習の際にも必要に応じて，本

章のサンプルを参照してほしい。

中小企業の定款の例

○○株式会社定款

第1章　総　　　則

第1条（商号）
　当会社は，○○株式会社と称する。

第2条（目的）
　当会社は，次の事業を営むことを目的とする。

　 1　○○及び××の製造及び販売

　 2　△△製品の製造，加工及び売買

　 3　前各号に附帯する一切の事業

第3条（本店の所在地）
　当会社は，本店を東京都新宿区に置く。
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第１節　定款　　5

第4条（公告方法）
　当会社の公告方法は，官報に掲載する方法とする。

第２章　株　　　式

第5条（発行可能株式総数）
　当会社の発行可能株式総数は，○○○○株とする。

第6条（株券の不発行）
　当会社は，株式に係る株券を発行しない。

第7条（株式の譲渡制限）
　当会社の株式を譲渡により取得するには，株主総会の承認を受けなければならな

い。当会社の株主が当会社の株式を譲渡により取得する場合には，株主総会が承認

したものとみなす。

第8条（株主名簿記載事項の記載の請求）
　株式取得者が株主名簿記載事項を株主名簿に記載することを請求するには，当会

社所定の書式による請求書に，その取得した株式の株主として株主名簿に記載され

た者又はその相続人その他の一般承継人及び株式取得者が署名又は記名押印し共同

して請求しなければならない。

第3章　株主総会

第9条（招集）
　当会社の定時株主総会は，毎年 5月にこれを招集し，臨時株主総会は，必要に

応じこれを招集する。

2  　株主総会を招集するには，会日より 1週間前までに，株主に対して招集通知

を発するものとする。ただし，招集通知は，書面ですることを要しない。

第10条（招集手続の省略）
　株主総会は，株主全員の同意があるときは，招集手続きを経ずに開催することが

できる。

第11条（議長）
　株主総会の議長は，取締役社長がこれに当たる。取締役社長に事故もしくは支障

があるときは，あらかじめ定めた順序により，他の取締役がこれに当たる。

第12条（議決権の代理行使）
　株主又はその法定代理人は，当会社の議決権を有する株主又は親族を代理人とし

て，議決権を行使することができる。ただし，この場合には，総会ごとに代理権を

称する書面を提出しなければならない。

第13条（決議の方法）
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